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百六萬朝報
第拾壱号──埼玉高速鉄道延伸問題特集

発行日：2004 年２月27日　定価：零圓（コピー・配布自由 /GNU準拠）

総合振興計画審議会について

●総合振興計画審議会・第７回教育市民部会

私が所属する教育市民部会の最終回は、１月29日に行われました。

議論されたのは、パブリックコメントへの対応についてです。

パブリックコメンへの対応で事務局からは、Ｊリーグに関する記述

を深めた「Ｊリーグ２チームを抱えるホームタウンという特性を生かし、

ホームチームを支援しながら、連携」が提示されました。これに対し、

他の委員と私とが、“基本計画の 10 年間にチーム数変動も考えられ

ないか”“「支援」という言葉は金銭的援助の意味に取られる可能性

があり表現に配慮が必要でないか”と発言しました。事務局は「サッ

カーのまちづくりを推進する市の姿勢を示すために「支援」を盛り込

みたい」と返答し、「支援」は金銭的なことに直結しない姿勢が示さ

れたので、原案を了承しました。

また、パブリックコメントで寄せられた意見に対しては、できるだけ

丁寧に応えることが確認されました。

●総合振興計画審議会・第９回全体会

２年にわたった総合振興計画審議会の最終回である第９回全体会

は、２月12日に行われました。議事は、まず各専門部会の座長（全

員、学識経験者）から、各部会の審議状況が説明されました。そして、

会長より“本日、市長に「基本計画（案）」を手渡す予定であり、意

見を聞く機会は後ほど設けるので、これで了承して欲しい”との話が

ありました。私は異論があったのですが、ここで蒸し返すと無用な混

乱を招くと思い、他の委員の皆さんと同様に了承することとしました。

「了承」後には、私を含め３名（全員が市民懇話会出身委員）から

次の意見が出されました。“委員報酬を実費程度に抑える等の工夫

により公募委員を増やして、市民と行政の協働を積極的に進めてほ

しい”“今後は市・区役所でパネル展示するなど周知徹底をはかっ

てほしい”。私は、“地下鉄７号線の延伸を「促進」すると基本計画（案）

に記されているが、岩槻市との合併問題を考えると、今後の財政負

担が懸念されるので実施計画策定時には、慎重に、市民も参加して

検討してほしい”と、資料を配付して発言しました。基本計画の表

現を変えることは出来ませんでしたが、正規の審議会の場で異論が

出され、議事録に記録されたので、一応はいいか、と思うことにしました。

●各区民会議の連携について

審議会終了後に、各区市民懇話会出身の委員８名が集まって会食

しました。各区の区民会議の状況の情報と意見交換が主で、話は多

岐にわたりましたが、他区のあり方や考え方は勉強になりました。そし

て、今後も互いに連絡を取り合うことが確認されました。

器用貧乏──少女マンガのススメ

埼玉県の公立高校共学化が議論を呼びましたが、僕が通った都

立高校が共学で良かったと思う理由の一つが、高校時代に少女マン

ガの文化に触れられたことです。僕の高校・大学時代は、1970 年

代後半ですから、少女マンガの大変革期をリアルタイムで体験した

ことになるのですから。

最初に読んだのが、女友達に勧められた大島弓子の『さようなら

女達』で、その後、『いちご物語』『綿の国星』『バナナブレッドのプティ

埼玉高速鉄道（地下鉄７号線）延伸について

■なぜ埼玉高速鉄道について考えるか

先の「第拾号」でも記したように、さいたま市の現在の懸案事項

である岩槻市との合併問題に関して、大きな影響を与えるのが埼玉

高速鉄道の延伸問題です。また、今回、調べてみて初めて具体的

に分かったのですが、埼玉高速鉄道の経営は非常に厳しく、埼玉県

ほどではありませんが、さいたま市もかなりな負担をしています。

よって、さいたま市長が岩槻市との合併に前向きと伝えられている

（埼玉新聞 2004 年２月18日記事）現在、埼玉高速鉄道の状況をで

きるだけきっちりと把握した上で、考える必要があると思うからです。

■埼玉高速鉄道の概況

埼玉高速鉄道と言いましても、特にＧ区に住んでおられる皆さんに

はピンとこないと思います。私自身、埼玉高速鉄道には乗ったことが

なかったので、総合振興計画審議会の前 日々に見に行った（赤羽岩

淵から浦和美園まで全線に乗車）ぐらいですから。そこで、以下、簡

単にその概況を説明します。

●路線の現状

埼玉高速鉄道は JR 赤羽駅近くの赤羽岩淵駅から、さいたま市

東端・埼玉スタジアム 2002 の南側に位置する浦和美園駅までの

14.6km を19 分で結ぶ線です。営団地下鉄南北線と相互乗り入れ

しており、ＪＲと王子駅・駒込駅等で乗り換えができます。旧運輸省

の運輸政策審議会で岩槻・蓮田までの延伸をはかるとされています。

ング』等を読みふけり、萩尾望都の『ポーの一族』『トーマの心臓』『11

人いる！』等にハマります。また、樹村みのりを知ったのもこの頃で、『菜

の花畑』シリーズや『解放の最初の日』などで自省に導かれました。

そうした一時期ほどではないにせよ、少女マンガは、その表現を

確実に拡げています。例えば今年の大河ドラマで話題の新撰組を渡

辺多恵子が少女マンガで描く『風光る』（山上たつひこの名作『光る

風』が現代日本を予感させているのも興味深い）は、絵を描かねば

ならないマンガだけに時代考証がとても充実しており、オススメです。
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●経営の現状

埼玉高速鉄道は、構想当初は 23 万人／日を運ぶ線になると見

積もられていたが、実際に工事が始まって運賃を決めるための認可

申請を行う時には 12,5000 人／日、開業直前には 105,000 人／日

と利用予測人数を下方修正し、結局のところ 2001 年の開業年には

47,000 人／日、2002 年でも 54,200 人／日の利用に留まっています。

その結果、開業後の２年間は、年間約 90 億円の赤字を計上して

います。そして、その赤字分がまるまま未処理損失としてつみあがっ

ており、その金額は 2002 年度末で 205 億円に達しています。

なお、2002 年度の赤字の主な内訳は、

・基礎的収支赤字� 0.8 億� 鉄道営業収入-( 鉄道営業費用+税 )

・支払利息� 33.5 億

・減価償却� 56.6 億� 開業準備費償却を含む

となっています。

■埼玉高速鉄道の赤字をめぐって

●赤字の主な原因

1. 利用人数不足

上述のように、運賃認可時の見込みで 2002 年度は 12 万５千人

の利用を見込んでいたのが、実際は５万４千人に留まっています。そ

のため、収入は単純計算でも見込みの４割強になってしまいます。

この見込み値との違いは、既存ＪＲ駅と近接している川口元郷駅、

南鳩ヶ谷駅で大きいことから、周辺住民の多くはＪＲの利用を続けて

いることに一因があると推測できます。

また、埼玉高速鉄道の開業に伴って一時的に大幅減便されたバス

が、開業２ヶ月後に再び増便された事実があり、バス客（多くはＪＲ駅

までの）が埼玉高速鉄道に乗り換えなかったケースが多いことを推

定できます。

つまり、埼玉高速鉄道の利用者が少ないことは、浦和美園付近な

どの開発が進んでいないことも要因の一つではあるでしょうが、既存

路線と比べて、短縮される時間の割に運賃が高いために、費用対効

果比が悪いことが主因と思われるのです。

2. 建設に際して要した借金の返済負担

建設・開業に際して必要な 2,587 億円のうち、1,575 億円を有償

資金として借り入れています（政策投資銀行 240 億円、鉄道公団

881 億円、市中銀行 260 億円、自治体転換債 194 億円）。それらを、

利子をつけて返済しなければならない訳です。

もちろん、計画当初は、そうした借金返済をできるだけの運賃収

入がある見込みだったのですが…

3. 多大な減価償却費用

鉄道は、路線・駅舎・車両など膨大な資本を必要とする産業です。

　よって、継続的に営業を続けるためには、それらの資本が適切に

維持管理・補修・更新されなければなりません。そのためには、そう

した費用に充填するための資金を留保しておく必要があります。

埼玉高速鉄道の場合、会計的には、そうした費用が減価償却費と

して計上され、決算時の赤字の大きな部分を占めています。

日々 の営業では必要とされないため、とりあえずは該当する金額を

繰り延べ赤字とすることが可能ですが、これが常態化すると将来的

には困ったこととなります。車両の更新や線路・駅舎の大規模改修

などの資金が準備できないのですから。

●赤字の補填状況

・県とさいたま市・川口市・鳩ヶ谷市が赤字を穴埋め

赤字のままでは、日々 の営業さえも停止せざるを得なくなるため、

補助・出資がなされています。

例えば、2003 年度には、県から約 31 億（出資 24 億、補助 7 億）、

３市（さいたま市・川口市・鳩ヶ谷市）から15.5 億（出資 12 億、補助 3.5

億）が財政支援されています。

この財政支援は単年度ではなく、2003 年度から7 年間行われる

ことが既に決定されています。７年間の総額は県が 205 億円（出資

153 億円、補助 52 億円）、３市が 102 億円（出資 76 億円、補助 26

億円）です。

・県と３市は債務保証も

さらに、埼玉高速鉄道に対して金融監督庁が「債務超過が見込

まれる」「運営資金がショート」「損益が計画比３割下ブレ」という状

況から、「要注意先」に格下げしたため、「事実上、新規借入が不能」

となりました *1。そこで、路線を建設した（そして所有権をもっている）

鉄道建設公団から路線を買い取る（買い取る義務がある）ために必

要な鉄道施設譲渡代金分を民間金融機関から借りて支払うにあたっ

て、県と３市が損失補償をつけています。

いわば、県・３市が埼玉高速鉄道株式会社の保証人になっている

構図です。これは、借金を借金して返しているという構図でして、目

先は楽になりますが、利子が雪だるま状にふくれあがり、最終的な支

払額はかなりな増額とならざるをえません。

なお、銀行から借り入れる金額（＝鉄建公団支払金額）は、毎年

43 億円×25 年で合計約１千億円です。最終的に銀行に返さなけれ

ばならない金額は資料からは分かりません。

ちなみに、鉄道建設公団への支払いは元利均等 25 年払いとなっ

ていますが、その利子額は、鉄建公団の調達金利等を勘案して毎

年再計算を行うことになっている*2 ため、鉄建公団の調達金利が上

昇すれば支払いは増えることとなります。

・さいたま市の負担状況

これらのうち、さいたま市の負担状況は、さいたま市の予算書に、

埼玉高速鉄道への補助金というような項目がないため、はっきりとは

わかりません。

しかし、川口・鳩ヶ谷の２市の７年の負担額が 81 億 6 千万円という

情報がある*3 ので、それを用いると、さいたま市は７年間で 21 億強

を負担することとなります。これは、３市の出資比率から単純計算して

算出した額・約 33 億円弱よりは少ないですが、それでも年間３億円

ほどとなります。

この金額は、2003 年度予算書の総務管理費・交通対策費の項目

で計上されている埼玉高速鉄道整備事業費３億１千万円と精度高く

一致します。もし、この推算が正しいとすれば、「整備事業費」という

名目で補助金を出しているという構図になります。

また、さいたま市予算書では、「債務負担行為」（分かりやすくいう

と未払い金・ツケのこと）として、「埼玉高速鉄道株式会社借入金損

失補償」があげられています。

そこには、「埼玉県が損失補償した場合の当該補償に要した経費

の 1/15 に相当する金額」とされています。これは、上記の民間金

融機関に対する損失補償に対応するものと考えられます。ですから、

万一 *4、埼玉高速鉄道が破綻することになれば、１千億円に対する

1/15 で約 70 億円を保証人として銀行に支払わなければなりません。

減価償却費をどう捻出するかは、多大な設備を要する産業では

つねに大問題です。しかし、道路公団は公式には、この減価償

却費を決算に計上していないそうです。また、旧国鉄には、その

末期に赤字を指摘されると“減価償却費を計上しなければ黒字

だ”と主張する人がいたといいます（『道路公団解体プラン』＜

加藤秀樹・構想日本著／文春新書＞より）。行政などの会計は

現金主義に基づいており、減価償却費という概念がないので、こ

うしたチェックが甘くなるような気がします。

*1� いずれも「」内の出典は埼玉県が設置した埼玉高速鉄道検討委

員会配布資料。

*2�ＵＦＪつばさ証券の鉄建公団の分析資料より

*3� 合併反対を掲げて蕨市長選に立候補したよりたか英雄氏

のサイト http://homepage3.nif ty.com/yoritaka/

news.html より

*4� 後述するように、「万一」どころか、「二一」以上の確率だと

思われますが…



百六萬朝報　第拾壱号� http://www.bekkoame.ne.jp/̃jundaiku/saitama/� 2004 年２月27日発行�

■想定利用者数について

・推定利用者数と収支の関係

先述のように、埼玉高速鉄道は、運賃認可時の見込みで、2002

年度に 125,000 人／日の利用があるとしていました（開業直前に

105,000 人に下方修正）。

これだけの利用者数があれば、現状（54,200 人／日）の 2.3 倍

なので運輸収入もそれだけ増え、約 97 億円（42.2 億×2.3）となり、

支出が同じ約 50 億 ( 人件費 21.1 億＋経費 28.6 億 )とすると、基

礎的収支の黒字が 47 億となって、諸税・減価償却・利息等約 99

億（9.2 億＋52.5 億＋ 33.6 億＋ 4.1 億）を差し引いたとしても、赤

字額は 43 億円ほどに留まります（開業直前値だと赤字額は 67 億弱）。

ちなみに、構想当初の予測は 23 万人／日だったので、この数値が

達成されていたとすれば、収入が約 180 億円となり、十分に採算可

能でした。

・利用者推定方法について

一般に、交通計画においては、その需要予測に四段階推定法 *1

という方法を用いることが多く、蓮田市が埼玉高速鉄道延伸に際して

出している調査報告書でも、そうした推計方法で需要予測している

としています。

私が入手した資料では、現在の埼玉高速鉄道の利用予測におい

て、四段階推定法を用いたかどうかも分かりません。もちろん、その

推計根拠などは分かりませんから、詳細な検討は難しいのが現状で

す。しかし、こうした需要予測は、その仮定した数値でかなり変動す

るものです *2し、実はさじ加減で変わるものでもあります。*3

なによりも、理論はあくまでも理論であり、結果によって検証され、

理論が修正されるべきものですから、本来的には、埼玉高速鉄道の

開業前に行った試算の根拠となる数式と変数を公開し、どこが食い

違っていたのかを検討し直すべきだと思います。

・現在の利用者と駅勢圏の関係

いずれにしても、現状の埼玉高速鉄道沿線の駅勢圏の総人口が

約 43 万人弱であるため、その６％ほどが埼玉高速鉄道を利用してい

る（43 万人×６％×２＜往復＞で 5.2 万人）と考えてよいでしょう。

■今後の経営好転の可能性

まずは鉄道営業で収入を増加させるとともに、支出を切りつめるこ

とが必要となります。

●収入増のための乗客数増大の可能性検討

収入増のためにはともかく乗客を増やすことが第一です。グッズ

販売やイベント実施なども行われているようですが、大局に影響を与

えるオーダーではありません。また、東急田園都市線などの開発が

成功したように、鉄道開通前に安価に入手した周辺の土地を販売し

て利益を得たり、私鉄やＪＲが行っているようなターミナル駅での商

売も難しいように思われます。

乗客を増やすための方策は別途、考察しますが、まずはいくつか

の仮定をおいて検討してみます。

・既に住んでいて移動している人が移動手段として選択する場合

例えば、さいたま市の場合、2000 年度の国勢調査によると、他市・

県で従業・通学する人は、人口の約 1/3 です。

よって、駅勢圏人口（約 43 万人）の１／３が日常的に移動する人で、

そのうちの半数が埼玉高速鉄道利用者となるとすれば、14.4 万人

／日となり、確かに運賃認可時の予測値を確保できることとなります。

ただし、既存のバスや自動車、ＪＲ路線等との競合となるので、大

きく増やすことは現実的には難しいのではないでしょうか *1。

結局のところ、埼玉高速鉄道中期経営計画で増加目標としている

63,000 人／日（16,000 人／日増）がせいぜいではないかと思われ

ます。

・沿線開発による駅勢圏人口の増大

現在、開発中（最終年度は 2020 年度）の地域の計画人口は合

計で７万人強です。

仮に、このうちの約１／３が日常的に埼玉高速鉄道を利用して移動

すると仮定すれば、約 4.7 万人の利用者増が見込めることとなります。

・既住者と新規住民が利用した場合の収入額検討

以上、２つの仮定が全て成立したとした場合、最終的（既存計画

の沿線開発完了時）には、11万人／日となります。これが可能であれば、

現状の２倍程度の収入（42.2 億×２＝ 84.4 億）が得られることとな

ります。

●支出減の可能性

一方、支出を切りつめるためには、人件費、運行経費、諸税、減

価償却費、支払利息を減らす必要があります。

・運行経費削減可能性の検討

このうち、運行経費については多少の合理化は可能でしょうが、あ

まり安易に減らすことは安全性確保の面から難しいのではないでしょ

うか。とりあえずは１割減が限界と仮定しておくと、25.7 億円（28.6

億×0.9）となります。

・諸税減少の可能性検討

諸税は、その内訳が分かりませんが、仮にこれが減ったとしても、

その分、県・市の収入が減るので、結果的に補助金の原資が減るこ

ととなり、中立的（国税分は自治体にとっては得）です。

・減価償却費削減の可能性検討

減価償却は、資産がある限りは必要であり、償却方法を変えること

で計算上減らすことは可能かもしれませんが、将来の維持・更新の

ためには削れません（将来の更新を全て公費負担するなどするなら

ば別ですが）。そのため、約 50 億円の削減は不可能です。

*1� 四段階推定法とは、1) ある地域の住民が移動する量の推定、2)

ある地域から別のある地域への移動量を推定、3)どのような交通

手段（徒歩・自転車・鉄道・バス・自動車など）を用いるかを推定、

4) 各交通手段内のどの径路を用いるかを推定、の４つの段階で利

用量を推定することから名付けられています。

� ちなみに、この四段階推定法は、もともと1950 年代にアメリカで

開発された手法です。1980 年代以降は、新しい交通システムの

開発や多様な人 の々行動を勘案して、非集計交通行動モデルと

いう、ある地域全体の人間行動を推定するのではなく、個人の行

動を推定していく方法も多く使われるようになってきています。

*2� 埼玉高速鉄道の利用者推定において、四段階推定法で、どこま

でのデータを勘案しているかはよく分かりません。ただ、将来の少

子高齢化を見込んでいるのか、埼玉高速鉄道計画時（1980 年

代後半）に考えていた経済成長率を前提にしていないかなどの

疑問は浮かんできます。また、ある交通工学の書籍（『交通工学』

＜大蔵泉／コロナ社＞）には、公共交通期間の径路別交通量予

測で「最短経路に全量の分担量を配分する最短ルート法または

オール・オア・ナッシング（al l� or� nothing 法）と称されるモ

デル」が多く用いられるとの記述があります。もし、最短経路とは

時間距離のことであって、費用を勘案していないとする（公共交

通期間は同一の料金体系を持っているという仮定にたてば考えら

れる）と、現実の姿とは異なってくる可能性が高まってきます。

*3� 私自身がコンサルタントの一員として参加したある調査において、

某大手コンサルタントが作成した博覧会来場者数予測の根拠を

子細に見直してみたところ、主催者が既に発表した予測値に合わ

せるべく、かなり無理してつじつま合わせをしていたことを見いだ

した経験があります。

*1� 前節で検討した、埼玉高速鉄道計画時の四段階推定法の実際と

のずれは、こうした競合路線の過小評価ではないかという疑いが

生じてくる結果です。
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・支払利息削減の可能性

支払利息は、現状の金利が分からないので確たることは言えない

が、一般的な金利状況からみて、これ以上の低減は難しいと思われ

ます。よって、現状の約 33 億円はそのまま残ることとなります。

・人件費削減の可能性

人件費は、確かにある程度減らすことは可能と思われ、実際に中

期経営計画で削減が予定されています。（組織効率化と社員数削減

で約４億６千万円の削減）　これ以上が不可能とは言えないでしょう

が、せいぜい１～２割減が限界（中期経営計画で 17 億９千万円なの

で 14 億強程度）ではないでしょうか。

●検討後の最善の場合の収支

以上により、支出が最小限になったとすると、約 120.9 億円となり

ます。

よって、最大限に収入が増え、支出削減を最小限にしたとすると、

赤字額は 36.5 億円となります（収入 84.4 億－支出 120.9 億円）。

これは、ほぼ支払利息に一致する数値であり、建設費の借金を返

済し終わった場合（その原資は、自治体が保証した銀行からの借金

ですが）には、なんとか収支が均衡する可能性を示すといえます。

もちろん、これは、収入増・支出減共に懸命に行い、かつ乗客増

がうまく行き（少子高齢化の影響を受けず）、さらに今後 20 年ほど

金利が上昇しないという仮定によるので、可能性は必ずしも高くはな

いように思います。

■考えられる具体的対応策

●乗客増加策──赤羽での接続について

鉄道マニアがつくっているらしい私的サイト「南北線・埼玉高速鉄

道線利便性向上委員会」*1 が、大いに参考になります。

ここでは、定期券の割引率拡大、営団南北線・バスなどとの乗り継

ぎ割引の拡大および導入、急行運転の実施、赤羽岩淵・赤羽駅間

の連絡の宣伝と整備（徒歩７分だが、意外にも徒歩時間を入れても

既存路線よりも速いケースがあり、かつ運賃も少なくて済む）などが

提案されています。

もちろん、簡単にできないこともあるでしょうが、赤羽での乗り継ぎ

キャンペーン提案などは、むしろ埼玉高速鉄道株式会社が計画して

いる改善案よりも費用対効果比が高いのではないかとも思われます。

実際、私は、この情報を読んでから、南北線沿線に行く場合に、こ

れまでの王子乗り換えをやめて、赤羽・赤羽岩淵乗り換えに切り替え

ました。時間は少し多くかかるようになりましたが、料金的には安くな

りましたし、赤羽近辺の古本屋を覗きながら乗り換えできるというのも

魅力的だったりします。

●営業支出減少策

入手したデータではほとんど何も言えませんが、人件費について

は、若干の工夫の余地があるように思われます。

その中期経営計画においても、社員の人数を 230 人に削減し、人

件費を現在の 22 億 5 千万円から17 億 9 千万円に減らすとされて

います。それはそれでいいのですが、それでも、社員１人あたりの人

件費は約 780 万円／年ほどです。これは、営団の１人あたり人件費

1285 万円／年よりは少ないが、破綻に瀕した企業としてはやや大き

いようにも思われます。

ちなみに、同様に破綻状況にあるしなの鉄道の改革 *2 においては、

ＪＲからの出向者負担割合の見直し、定年退職者再雇用などが対策

としてあげられています。

●組織・資金計画の根本的見直し策

・鉄道建設公団への償還猶予申し出

過去に、鉄建公団は、北総開発鉄道、東葉高速鉄道、北神急行電鉄、

千葉急行電鉄に対して償還猶予などの支援策をとったことがありま

す。例えば、東葉高速鉄道は償還期間を 66 年に延長しています。

もちろん、償還期間が伸びると利子がふくらむために全体の負担

額は増えてしまいますが、短期的な費用負担は減ることとなります。

・会社の精算と営団への経営権譲渡

千葉急行電鉄は経営破綻し会社精算を行ったのち、京成電鉄に

営業を譲渡して、現在でも運行を続けています。

精算によって損失は発生しましたが、鉄建公団などへの支払いも

代物弁済ですますことができ、関係自治体は、結果的により大きな

将来的な損失を回避できたこととなります。

・上下分離方式の導入

路線や駅は自治体の所有物にしてしまって、鉄道会社にリースす

るという方式も考えられます。

そうすれば、固定資産税を払う必要はないし、法律的に減価償却

をしなければならないこともありません（最終的に税金で取り替えな

んかをしないといけないけれども）。一時的に多額の税金支出が必要

になるけれども、一つの考え方ではあります。国鉄や道路公団民営

化にあたって前提とした考え方です。

ただ、そうすると、どうしても経営が甘くなりがちな危険性があると

思いますが。

●副収入増収策

例えば、浦和美園駅周辺には、まだ何も商業施設がありません。

だから、先に自治体や開発業者が周辺の土地を確保し、そこを埼玉

高速鉄道に安く賃貸しして、埼玉高速鉄道が駅ビルを建てて大家の

収入を得るのもありだと思います。

■延伸について

ここで、既存路線だけでなく、岩槻まで延伸するとした場合の課

題などをできるだけ具体的に考えてみます。

●延伸費用について

・建設費

延伸の建設費は、高速鉄道検討委員会に提出された「延伸線の

検討状況」には、770 億円と記載されています。積算根拠は不明で

すが、台地・低地部を高架で走り、岩槻駅付近は地下化するものと

思われます。

ただし、一般的には、こうした公共工事の工費はふくれあがる傾向

であるため、留意が必要です。

・延伸維持費

延伸後の維持費を確実に出すことはデータ不足のゆえもあり難し

いですが、いくつかの仮定をして算出してみることはできます。

まず、駅が２駅増えることとなるので、最低でも、その駅に関わる

費用（人件費・経費・諸税）は増えることとなります。

人件費は、現在、運輸所勤務者が８駅体制で 138 人がいるの

で、１駅 15 人は必要（５人×３交代とすれば、妥当な数字だと思いま

す）として２駅で 30 人となります。ここで 500 万円／人と仮定して

１億５千万円となります。

経費と諸税は、2002 年度決算で約 37.8 億円（経費 28.6 億円＋

諸税 9.2 億円）となっています。延伸後は距離では 1.5 倍になるが、

限界経費はかなり逓減すると思われるので、とりあえず 1.2 倍程度と

すると、増分は約 7.6 億円となります。

よって、これらを合計して、約９億円の維持費（減価償却費や支払

利息などは除く）が必要となる計算です。

また、支払利息や減価償却費は、その殆どが路線建設に関わるも

のなので、ほぼ路線距離に比例すると思われますが、若干の逓減が

あるとして、現状の約 1.4 倍となると考えれば、増分は約 34 億円ほ

どとなります。諸税も同様に考えると、増分は４億弱（9.2 億×0.4）

となります。

合計で、約 47 億円（1.5 億＋7.6 億＋34 億＋ 4 億）となります。

*1� http://www.kitanet.ne.jp/̃arcn/sr-rev/index.html

*2�『しなの鉄道経営改革に向けての提言』（2001 年 12 月）より
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●延伸後の運賃について

・延伸後の運賃推計

赤羽岩淵・浦和美園間の距離は 14.6km で７駅あるため駅間平

均距離は約 2.1km です。対して、浦和美園・岩槻間は距離 7.2�

km で２駅が計画されているので、駅間距離は約 3.6kmとなります。

現在、赤羽岩淵・浦和美園間の運賃が 460円であり、初乗り210

円から、１駅増えるごとに約 40円増加しています。

よって、駅間距離に比例して運賃が増えるとしますと、１駅あたり

約 60円の増で、赤羽岩淵・岩槻間は 580円ほどになります。

・延伸埼玉高速鉄道線と東武野田線との比較──赤羽まで

まず、料金についてみると、現在、岩槻・赤羽間は 480円ですから、

100円高くなる計算です。

ついで、所要時間は埼玉高速鉄道だと浦和美園・岩槻間を６分と

して、約 25 分程度（赤羽岩淵まで）に対して、現状の東武野田線・

ＪＲ乗り継ぎで約 49 分（乗り継ぎ時間に 19 分を見込む）であり、約

20 分の時間短縮効果があります（赤羽岩淵・赤羽間の徒歩７分を勘

案すると13 分の時間短縮となる）。

・延伸埼玉高速鉄道線と東武野田線との比較──都内各所まで

しかし、新宿まででみると、現状で岩槻・新宿間が１時間３分で

640 円であるのに対して、埼玉高速鉄道利用時は１時間で 930 円と

なり、時間短縮効果はほとんどないにも関わらず、300 円ほど高いこ

ととなります。同様に、東京まででも延伸時 56 分・900円、現状 59

分 730円と、やはり費用対効果比は低い状態です。

ただし、埼玉高速鉄道と相互乗り入れしている営団南北線の駅だ

と、確かに有利になります。例えば、浦和美園・六本木一丁目間は 55 分・

690円なので、上記と同じ条件だと岩槻・六本木一丁目間は１時間１

分・810円となり、現状の岩槻・六本木一丁目間の１時間 21 分・800

円に比べて費用対効果比は高いとは言えます。

さらに、定期券（通勤１ヶ月）でみる（岩槻・浦和美園間は加算し

ていないので留意）と、以下のようになります。

・浦和美園 �� →� 新宿� 29,970円

・岩槻 �������→� 新宿� 21,190円

・浦和美園 �� →� 東京　� 29.470円

・岩槻 ������� →� 東京　� 23,050円

・浦和美園 �� →� 六本木一丁目� 26,360円

・岩槻 ������� →� 六本木一丁目� 26,950円

すなわち、定期券の割引率が小さいために、格差が大きく開いてし

まい、有利な地下鉄南北線沿線であっても差は小さい（岩槻までの

延伸分を加えると、費用では逆転する可能性大）こととなります。

以下、上記仮定（岩槻・浦和美園館を所要時間６分、運賃追加

分 100 円とする）で都内の地下鉄沿線の各地までの所要時間・乗

車料金（運賃・通勤定期１ヶ月分 *1）を作成します。

・麹町まで（現状）� １時間 17 分� 760円� 25,970円

・麹町まで（延伸）� １時間 01 分� 790円� 30,750円

・神谷町まで（現状）� １時間 21 分� 830円� 28,670円

・神谷町まで（延伸）� １時間 13 分� 790円� 31,080円

・虎ノ門まで（現状）� １時間 13 分� 830円� 28,180円

・虎ノ門まで（延伸）� １時間 05 分� 790円� 31,040円

つまり、地下鉄沿線であれば、時間的には若干の短縮効果がある

が、運賃はほぼ同じで、通勤定期代はいずれも延伸路線の方がか

なり──会社が認めないくらい。認めたら払い戻して小遣いにする誘

因が働くくらい──高くなります。

●延伸後の利用者数想定について

埼玉高速鉄道検討委員会の延伸関連資料では、岩槻・浦和美園

間の利用者数予測を４万４千人／日としています *1。

現在の岩槻駅の乗降客数は 39,249 人／日（2000 年度平均）な

ので、その大部分 *2 が利用すると仮定すれば、絶対に不可能な数

値というわけではありません。

しかし、現状、鳩ヶ谷・川口市の住民たちが、埼玉高速鉄道の費

用対効果比の悪さから、利用者数が予測を大幅に下回っている状況

があります。既にみたように延伸後の埼玉高速鉄道は、既存路線と

比べた場合に費用対効果比が悪い場合が多いことを勘案すると、予

測乗客数を確保することは難しい可能性があります。

なお、東武野田線で岩槻駅に隣接する七里駅乗降客数は 21,843

人、東岩槻駅は 16,863 人ありますが、それらの駅の利用者が時間的・

金銭的に負担が大きい埼玉高速鉄道に乗り換えることは、埼玉高速

鉄道沿線地域に行きたい時以外は考えづらいものがあります。

また、延伸の完成予定年の 2015 年には、団塊世代の多くが退職

して通勤人口が減り始めることも計算に入れる必要があるでしょう。

もちろん、岩槻駅にバスなどで通ったり、逆に岩槻駅から通勤・通

学先にバスで通ったている人が延伸後の埼玉高速鉄道を利用するこ

とも考えられます。しかし、例えば岩槻駅近くの目白大学人文学部の

学生などの数は 1500 人ほどなので、大きなオーダーではありません。

結論的には、４万４千人／日の利用想定には、疑問符をつけざるを

得ません。

●延伸後の最大限の収入予測

まず、想定通りの利用者がいたと仮定して、埼玉高速鉄道が得ら

れる収入を大まかに計算してみます。もちろん、定期券利用者の率

などが分からない*3 ので、完全な想定は無理ですが、一定の仮定

をおいて算出してみます。

仮定条件として、１人・１日あたりの収入を 400 円とする（全員が

岩槻から赤羽岩淵まで乗車したとして、乗車料金は前項の仮定によ

ると赤羽岩淵までで 580円ですが、定期券利用者がいるために約３

割減ると仮定）と、64 億２千万円強となります（400円×365日× 4.4

万人）。

上述したように、本当にそれだけの利用者がいるかどうかは大いに

疑問符がつきますが、埼玉高速鉄道の予測通りとした場合には、こ

のようになります。逆に言えば、現状では最大でもこれが限界という

ことです。

●延伸後の人の流れについて

もし仮に、延伸後に利用者予測通りの人々が埼玉高速鉄道を利用

するようになったとした場合、東武野田線利用者は激減することとな

ります。そのことはすなわち、現在、東武野田線のターミナル駅であり、

さいたま市の商業集積地である大宮へ向かう人が減ることとなるわけ

です。

その商業的な影響を子細に検討することはできませんが、1997

年現在のＪＲ大宮駅の１日平均乗降客数が約 36 万人であるため、

２万２千人（４万４千人の半分）が埼玉高速鉄道側（すなわち、都心

方面）に流れたとすれば、少なくとも鉄道利用者は１割ほど減ること

となり、商業への影響は小さくないと思われます。

*1� 通勤定期の割引率は 35％なので、延伸部分に関わる増分は、１月

あたり4,680円となる。

*1� 高速鉄道検討委員会資料では、推定方法についての記述はあり

ませんでしたが、蓮田市のホームページに記載されている埼玉高

速鉄道延伸に関する情報から推定すると、やはり既存路線と同じ

四段階推定法と思われます。

� せめて、開業後の予測の狂いの原因を検討して、それを変数に入

れ込んで算出した値であれば、信頼度は高まるのですが、数値が

でてきた経緯をみると、そうも思いづらいものがあります。�

*2� 延伸検討径路にはあと１駅が計画されているが、現状では居住者

が少ない地域である上に、現居住者も岩槻駅などを利用している

と思われるので、岩槻駅乗降客数に含まれると考えるのが自然。

*3� 定期利用者と定期外利用者の数は分かりますが、通勤か通学かの

違いが分かりません。
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●延伸の評価

・経営面からみた延伸の評価

延伸による追加収入が 64 億２千万円／年であるのに対して、追

加費用が 47 億円であれば、黒字 17 億２千万円となり、延伸は経営

的には合理的で、既存区間の経営状態もよくなることとなります。も

ちろん、その場合でも、既にみた既存部分の赤字最少額の 36.5 億

を埋めることはできず、赤字基調は変わりませんが。

逆に、追加費用に見合う最低限の利用者数を算出すると、２万２千

人強となります（47 億／ 365日／ 400円）。

つまり、これだけの利用者数が見込めなければ、経営的に成立し

ないこととなります。既に何度も書いているように、延伸後の埼玉高

速鉄道の費用対効果比や、岩槻の交通需要を勘案すると、それで

もかなり高いハードルのように思われるのですが…

・経営以外の面でみた延伸の評価

延伸によって最も利益をえる人 は々岩槻市住民です（実は費用対

効果比が悪いので利用しない可能性も高いが）。

岩槻市以外のさいたま市住民のことを考えますと、大宮近辺の商

業関係者にとってはマイナスとなり、大宮以南の鉄道利用者にとって

は混雑が一定程度緩和される分のプラスがあることとなります。ただ、

定量的に考えると、混雑緩和はせいぜい１割程度の乗客が減るぐら

いで、ラッシュアワー時には体感的にはあまり変わらない可能性が高

いですが。

また、さいたま市が延伸費用や運行による赤字を負担することとな

れば、その分だけ非利用者の利得はマイナスとなります。もし、岩槻

市とさいたま市が合併した場合、延伸路線は全てさいたま市内を通

ることとなりますから、埼玉県からさいたま市が延伸部分の費用（建

設費・維持費）の大部分を負担するように要請があったとして *1も

不思議ではありません。

ちなみに、埼玉高速鉄道の出資者、そして実質的な運営者は営団

地下鉄ですが、民営化を控えた営団が延伸部分の費用負担をする

ことはまず考えられません *2。

●さいたま市にとっての留意事項

・浦和美園付近の開発

現在、さいたま市域の埼玉高速鉄道沿線地域では、４つの区画整

理事業（浦和東部第一、同第二、大門上・下野田、大門第二）が

実施中です（総事業費は 1,324 億。計画人口は 34,300 人）。このうち、

浦和東部第一地区はさいたま市が施行主体で、その事業費は 188

億 84 百万円、計画人口は 5500 人で、2002 年度末の進捗率は 2.1％

（施行期間は 2020 年まで）です。ただ、少子化と都心回帰状況か

らみて、この開発事業の再検討が必要と思います。

・岩槻市との合併

最初に述べたように、岩槻市がさいたま市との合併を望む最大の

理由は、埼玉高速鉄道の延伸だと言われています。

これまで見てきたように、埼玉高速鉄道の経営は、ほぼ破綻に瀕

しており、将来的にも黒字基調となることは、ほとんど望めません（利

子払い終了後はトントンになる可能性がなくはないが）。また、延伸し

ても、その運賃を勘案すると利用者が予定通りとは思いづらいです。

こうしたことを勘案して、延伸を中止ないし休止するならば、そのこ

とを合併前に岩槻市民に示し、理解を得ることが必要だと思います。

もし、合併してから延伸をとりやめた場合、延伸のために合併したい

と考えていた人 は々、裏切られたように感じてしまう可能性もあるよう

に思われ、合併後のまちづくりがうまくいかなくなる危険性が生じます。

・市民への情報公開と理解

埼玉高速鉄道は、現状では埼玉県が大きな負担を担っていて、さ

いたま市は比較的負担が小さいと言えます。しかし、延伸を考えると、

そうも言っていられません。鉄道は、一度つくってしまうと簡単に撤

退する訳にはいきません。多くの自治体が地下鉄の赤字で苦労して

いる状況をみると、さいたま市も安易に考えない方がいいと思います。

もちろん、鉄道輸送は、自動車輸送に比べエネルギー効率がよく

公害も少ないなど、公益性も大きいので、赤字だから悪いとは言え

ません。ただ、財政も理由の一つにある公民館改革が議論を巻き起

こしていることからもわかるように、希少な予算をどこに振り向けるか、

そして、どの程度の負担ならばいいのかを、行政が市民に提示して

判断の機会を設けることが好ましいと思います。今回、さいたま市の

公開資料からは、埼玉高速鉄道に関する情報をほとんど得られなかっ

たことを考えると、まだ情報公開が不十分だと言わざるを得ません。

■おわりに

私は会計・交通のいずれの専門家でもない一介の小市民ですから、

たぶん本号の考察には間違いがあるでしょう。しかし、正確な議論を

するためには定量的なことをつめる必要があると思い、そのたたき台

として作成してみました。こんなド素人の考察を否定できるきちんと

した資料を行政がつくってくれることを望んでいます。

■参考資料

今回、入手し、分析に用いた主な資料は以下の通りです。

・埼玉高速鉄道検討委員会 Web サイト

�「埼玉高速鉄道の現況」「地下鉄７号線（埼玉高速鉄道線）延伸線

の検討状況」「第１回埼玉高速鉄道検討委員会議事録」�

・埼玉県情報公開コーナー

�「埼玉県鉄道新線整備検討調査の概要」「平成 15 年度当初

予算・歳出予算の事業概要・総合政策関係」

・さいたま市情報公開コーナー

�「平成14 年度・さいたま市一般会計特別会計歳入歳出決算書」「平成14

年度・さいたま市一般会計特別会計予算及び予算説明書」「平成15年度・

さいたま市一般会計特別会計予算及び予算説明書」

・埼玉高速鉄道株式会社 Web サイト

・帝都高速度交通営団 Web サイト

・南北線・埼玉高速鉄道線利便性向上委員会 Web サイト

・書籍

�『交通工学』（大蔵泉著／コロナ社）、『現代交通政策』（藤井

彌太郎・中条潮編／東京大学出版会）

*1� 埼玉県は、「埼玉県鉄道新線整備検討調査の概要」（2002 年４月）

において、７号線延伸で「浦和美園から岩槻までの間を先行整備

する場合、費用対効果を高め、県及び市の財政負担の平準化を

図れる」と、市に対して財政負担を要望する意図を示しています。

� また、第１回埼玉高速鉄道検討委員会議事録（会議は 2003 年

11 月26日開催）では、委員からの「さいたま市が 70 何億しか出

していないんでしょうか。やる気ないんじゃないですか。」という発

言に対して、事務局が「さいたま市の出資につきましては、今の

会社の出資割合は、赤羽岩淵から浦和美園までの路線区間の距

離などで負担しています。当時さいたま市は政令市ではなく、通

常市でという関係で、県が事業費全体の３分の２、残りを鳩ヶ谷市、

川口市、さいたま市で、その距離などに応じた負担をしていただい

た。」と述べていることも、言外に政令指定都市となったさいたま

市には、より大きな負担を要請したいという意思表明をしたと思わ

れます。

*2� 帝都高速度交通営団も約 31％の大株主ですが、その 2002 年

度損益計算書には、「埼玉高速鉄道（株）については、当営団は、

議決権の 30.78％を所有しているが、同社は、埼玉県南地域の発

展を図る観点から、鉄道未整備地域の解消等のために埼玉県及

び同県内の３市（川口・さいたま・鳩ヶ谷）が主体となって設立さ

れた第三セクターであり、埼玉県及び同県内３市が議決権の過半

数（54.04％）を所有していることなどから、当営団は、同社の財

務及び営業又は事業の方針の決定に関して、重要な影響を与え

ることはできないと認められるため、関連会社から除外している。」

と記載しており、実質的に経営していると思われる営団出身者も

代表権のない取締役となっている（代表権のある社長は埼玉県

知事および元副知事）ことからみても、民営化を控えた営団地下

鉄は負担を避けようとしているように思われます。

� なお、同様の構図は常磐新線にも見られます。常磐新線建設時

に関係自治体がＪＲ東日本に負担をもちかけたが、その採算性に

疑問をもつＪＲ東日本に断られたという経緯があるそうです。




